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◎ 会長の時間     
 

   
      
    

 例会日      出席     欠席         出席 

 03月23日    ３６     ８   84.09％（ 会員４７名 ）（内免除者3名） 

 03月09日     ３９                    メークアップ３名（86.67％） 
 前回例会（2435回）3/23の主な内容 

                            本日のピアノ演奏曲目 

         １．さくら     ２．明日に架ける橋     ３．千の風になって 

 会長  橋本 泰明 
 

【例会に先立ちまして東北地方太平洋沖地震の  
 犠牲者の方々に対しまして黙祷を捧げたいと 
 思いますので宜しくお願い致します。】 
          ・・・【黙祷】 
 ◎ ゲスト紹介       

（日興コーディアル証券㈱守口支店支店長）      
 岩代 岳明様 （植田会員のお客様） 
（本日の卓話講師） 
小澤 輝郎様 （石井会員ご紹介） 
◎ ビジター紹介 
 永木 祥弘様 （大阪南ＲＣ） 
◎ 50周年記念式典実行委員長お礼のご挨拶  
           （横尾定美委員長） 
「守口ロータリークラブ50周年記念式典に際しまして

会員の皆様方、本当に忙しい中夫々の持ち場で充分ご
活躍いただき本当に有難うございました。厚くお礼を
申し上げます。これも皆様方のご努力の賜でした。厚
くお礼を申し上げます。私は名ばかりの実行委員長で
ございまして、それでも50周年記念ともなりますとか

なり緊張しておりましたけれどもお蔭様で今はほっと
した気持ちでおります。 

それと言いますのも皆様方のご尽力のお陰だと
思ってこの大役を果せたことを大変幸せだと思っ
てます。どうも有難うございました。」 
◎ 50周年記念式典・祝宴委員長よりご挨拶      
   （佐治委員長） 
  
◎植田会員転勤の為退会ご挨拶 
【三年間、短い間でしたが、最後に50周年の司会

をさせていただきいい思い出になりました。この
守口ＲＣで皆さんと一緒に居れたことを誇りに
思ってこれからの会社人生、自分の人生の中で役
に立つのではないかと思っています。本当に皆様
と知り合えて良かったと思ってます。本当に有難
うございました。】 
 

 ３月１１日に発生した東北関東大震災では
地震、津波で大変な被害が発生し、命を落と
された犠牲者の皆様に哀悼の意を表するとと
もに、被災者の皆様に心よりお見舞い申し上
げます。 翌１２日に挙行した創立５０周年
記念式典には多くの会員にご参加いただき、
それぞれの部署でご活躍いただきました。 

    「 フォーラム 」 
    白井 孝彦委員長  
   担当：社会奉仕委員会 

 「創立50周年写真 」 
   村田 有司会員 
担当：広報雑誌・会報委員会 

植田会員退会のご挨拶 

  ロータリー雑誌月間 



 
 
                             
 
 
 
 

 おかげで式典、祝宴等諸行事を滞りなく実施できま
した。お世話になった会員やご家族の皆様に心より御
礼申し上げます。 当日殆どの会員には会場で来客接
待等にあたられ、このため式典に先だって行われた行
事にご参加いただけませんでしたので、その模様を簡
単にご案内申し上げます。 当日９時過ぎに集合し、
宮内記念事業実行委員長のお手配のマイクロバスで、
市長、カバナー、ガハナー補佐、実行委員長、会長、
副会長幹事他約１７名にて八島交差点に参りました。 
ここではポリオ撲滅キャンペーンの一環として、ポリ
オプラスの看板の除幕式を行いました。水谷会員のお
世話で、デザインやRIとの版権の問題等を解決してい

ただき、施工に当たっては元守口ロータリークラブ会
員の石山工務店のお手伝いもあって、立派なパネルが
できあがりました。 当看板の設置場所は、菊田会員
の土地を拝借しており、厚く御礼申し上げます。 そ
の後、守口市駅前北広場に移動し、もう一つの記念事
業として、大阪府が進めています「みどりの風を感じ
る大都市・大阪」に賛同して樹高８mのセンペルセコ

イヤの木の植樹式を行いました。同時に「ゆうゆうの
里」の前に設置していた「四つのテスト」の石碑を同
じ場所に移設しました。 この件については特に宮内
会員にお世話になりました。 新しく入会された方で
まだご覧になっておられない方は是非とも見ていただ
きたいと思います。このような式典はご準備や当日お
世話をいただく会員の皆様には大変ですが、行事があ
る毎に会員の皆様の結束が強くなるのを感じました。 
ありがとうございました。 

  ◎ 幹事報告   （三浦 均幹事 ）       

中島 会員  50周年記念式典では身に余る 
       光栄をいただき感無量です。 
       有難うございました。 
橋本 会員  会員の皆様のお陰で50周年記念 
       式典・無事終える事ができまし  
       た。有難うございました。 
深田 会員  皆様の総意による素晴らしい50  
       周年記念行事対して感謝！ 
多田 会員  中島先生お疲れ様でした。 
多田 会員  50周年各役員の皆様御苦労様で  
       した。 
篠﨑 会員  創立50周年記念式典及び記念 
       事業の成功を喜んで。 
松井 会員  50周年記念事業の成功を祝して。 
西原 会員  50周年記念行事おめでとうござ 
       います。 
三浦均会員  植田さん、いろいろとお世話に  
       なり有難うございました。 
阪口 会員  橋本会長始め理事、役員の皆様 
       さん周年行事ご苦労様でした。 
宮内 会員  50周年事業除幕式、植樹式 
       ご苦労様でした。 
植田 会員  3年間お世話になりました。 
       守口ロータリークラブの会員で 
       あった事に誇りを持って東京で 
       頑張ります。有難うございました。 
有志 一同  植田会員、ご栄転おめでとうござ 
       います。私達を忘れないで下さい。 
石井 会員  本日の卓話講師に小澤先生をお迎 
       えして。 
佐治 会員  50周年のプログラム進行に会員の 
       皆様のご協力を頂き誠に有難う 
       ございました。 
佐治 会員  50周年のプログラムに筝曲演奏の 
       華を、会場には豪華なお花を頂き 
       ました。中島副会長に感謝。 
佐治 会員  50周年の式典の司会をして頂き 
       東京へ転勤されました植田会員に 
       大阪より感謝致します。 
佐治 会員  50周年の講演会の司会をして頂 
       きました松井会員有難うございま 
       した。 
佐治 会員  50周年の祝宴の司会をして頂きま 
       した大野会員有難うございました。 
   
 3／23 結婚・誕生ニコニコBOX      
            943,390円 
 

 1、守口ＲＣの家庭【情報】集会並びに50周年記念  
   ご苦労様会を中止致します。 
 2、5月7日の家族親睦会は検討中です。 
 3、4月2日枚方ＲＣ50周年、4月19日大東中央ＲＣの 
   15周年式典は中止となりました。 
 4、春のライラも中止です。 
 5、ＧＳＥスリランカチーム訪問も延期となりました。 
 6、ニュージーランド地震義援金は26,000円振り込み  
   ました。 
 7、東北地方太平洋沖地震被災地への義援金のお願い。  
    一人＝10,000程度お願いします。 
 8、50周年記念ゴルフコンペ中止です。 

 ○50周年記念事業委員会報告（白井会員） 
守口市立小学校18校に各小学校が選定しました20
相当の学校推薦図書を贈呈しました。 
代表しまして3月22日（火）守口小学校で図書委員
の児童と贈呈式を行いました。 
 ◇◇◇第3回新理事会だより◇◇◇ 
日時：3月23日（水）13：30～ 
場所：「事務局」出席11名 
議題：・（会長エレクト研修セミナー）ＰＥＴＳ  
     の報告 
   ・2011～12年度のための地区協議会の件 
   ・各委員長の承認の件 
 



  
卓  話「フィリピン雑感」 
 
神戸龍谷高等学校 校長  
武庫川女子大学元教授                 
  
 
 小澤 輝郎氏 
 

・島興国家 人の住んでいる島 ７１１０島 
・時間  ビジネスは厳守 パーティー／レジャー  
     は遅れるのが普通 
・奇食 バルト（孵化近いアヒルの卵 割って 
    グニャグニャのアヒルの雛を食べる 
    ボゴーン（エビのペースト） 
・多子家族 エチオピア7.2人 フィリピン5.9人 
・マルコス（21）→ラモス（6）→エストラダ（3）  
 →アロヨ（10～） 
・ナタデココ ココナッツのミルクを発酵させて 
 固形に 
・コンパードレ ゴッドファーザー 洗礼から成人  
 まで信仰上の精神的親 世俗的な援助も行う 
・ジープニー ジープを改造した15人乗りのバス 
・サリサリストア コンビニ店 
・食事にスプーン／フォークのみナイフ無し   
  （フォークの縁で肉等を切る） 
・ミグラント 労働人口4500万人中18％の800万人 
      の出稼ぎ その中の成り金の人達を 
      バリックバヤンと言う 
・パバロン レストラン等で食事の残り物を箱に詰 
      めてくれる “Doggie Bag” 
・バハラナ 昭和31年ヒチコックの“知りすぎた男
“知りすぎた男(Man Who knew too much)”  
 の“ケセラセラ”からタガログ語で“なるように 
 なれ” 
・質屋 大繁盛13000軒 月5％ 請け出し60％ 
・アシェンダ 大土地所有制度 スペイン植民地の 
       大農園 サトウキビアシェンダ＝ 
      ネグロス島 米アシェンダ＝ルソン島 
・サバヒー 養殖魚 半年で180ｃｍで出荷 
・バロンタガログ 白い長袖 刺繍の民族シャツ  
         ズボンの上に出す 
・中指を1本立てるのは卑猥 
・週3休 公務員／警察／消防／は除外 
・皆姓令 全国民に姓を付ける（1849年）全国を25 
     地区に分けて地区毎にＡで始まる、Ｂで 
     始まる姓、Ｃで始まる姓・・・Ｚで始ま  
     る姓を付ける。Ｘは除く 

・ジャパ行きさん 昭和55年～平成6年の間に 
  日本に出稼ぎに来た女達、彼女らが連れて  
  帰った幼児（父なし子）はジャピーノと呼ば 
  れて不遇な生活を送る 
・パタワリンポ＝ Excuse me“すみません” 
  はよく聞かれる 
・ボディガード 子供の誘拐が多いので裕福な 
  家庭は学校への下校の時に、ボディガードを  
  雇う 
・創造神話 神が男（マラカスー強い）と女 
  （マガンダー美しい）を一つの筒から振り 
   出す 
・ピナツウポ火山爆発1991年 600年ぶり  
  20世紀最大の火山噴火 クラーク米空軍基地
／スービック米海軍基地壊滅 1992年米に返還 
・ヒヨケ猿 宮中を飛ぶ猿 
・公用語 ピリピーノ＝国語と英語の２つ、その 
   他タガログ語―30％ セブアーノ語24％ 
・アジア唯一のキリスト教国歌 キリスト教徒  
  93％（カソリック85％ プロテスタント8％） 
・農民解放令 1972年地主は7ヘクタール残りは 
  小作農に買い取らせる 
・平均寿命 男67／女73 乳児死亡率25／10000   
   識字率95.4％ 
・中沙群島、西沙群島、南沙群島、の領有問題  
  （中国／ベトナム／マレーシア）と 
・フィリピン １６世紀占領当時のスペイン 
   皇太子フェリペに因む 
・バギオ 台風銀座 毎年被害甚大 
・呂 助左衛門 1593 南蛮棒易商人堺の納屋衆   
   秀吉に南蛮の壷献上 ルソンで没 
・活火山多く死者多数 アポ火山（2954）マヨン  
   火山（2421）タール火山（311） 
・求婚の仕方 男“魚取れるだろうか？” 女  
  “沢山取れるよ”or“天気良ければね”or 
  “良い船があればね”or“このあたり魚いな 
   いよ”etc 
・激戦地 コレヒドール島／レイテ湾／ミンドロ  
     島／リンガエン湾／バターン半島 
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